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1 作新学院大 1992 茂呂　柊汰 ﾓﾛ   ｼｭｳﾀ 男 4 栃木 男4X100mR 40.24
2 作新学院大 1994 橋本　柊 ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳ 男 4 栃木 男4X100mR 40.24
3 作新学院大 1995 熊澤　尚央 ｸﾏｻﾞﾜ ﾅｵ 男 4 栃木 男4X100mR 40.24
4 作新学院大 1993 米川　航 ﾖﾈｶﾜ ﾜﾀﾙ 男 4 栃木 男4X100mR 40.24
5 作新学院大 2001 中里　将基 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 男 3 栃木 男4X100mR 40.24 男4X400mR 3:09.93
6 作新学院大 2002 稲垣　広弥 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 男 3 栃木 男4X100mR 40.24
7 作新学院大 2009 粕尾　悠人 ｶｽｵ ﾕｳﾄ 男 2 栃木 男4X100mR 40.24 男100m 10.93
8 作新学院大 2018 ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ　ﾏｲｹﾙ ｶﾄﾗﾙﾆｰﾙ ﾏｲｹﾙ 男 1 栃木 男4X100mR 40.24 男4X400mR 3:09.93 男100m 10.84
9 作新学院大 2020 乾　渉夢 ｲﾇｲ ｱﾕﾑ 男 1 栃木 男4X100mR 41.00

10 作新学院大 2021 山本　弥希 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｷ 男 1 栃木 男4X100mR 41.00 男100m 10.88
11 作新学院大 2022 石川　駿太朗 ｲｼｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男 1 埼玉 男4X100mR 41.00
12 作新学院大 2024 塚本　翔也 ﾂｶﾓﾄ ｼｮｳﾔ 男 1 茨城 男4X100mR 41.00
13 作新学院大 2017 大根田　翼 ｵｵﾈﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 男 1 栃木 男4X100mR 41.00 男100m 10.91
14 作新学院大 2019 久保　翼 ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ 男 1 栃木 男4X100mR 41.00
15 作新学院大 2007 川野辺　涼 ｶﾜﾉﾍﾞ ﾘｮｳ 男 3 栃木 男4X400mR 3:09.93 男400m 48.71
16 作新学院大 2005 渡部　航平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 男 3 栃木 男4X400mR 3:09.93
17 作新学院大 2003 古島　匠稀 ﾌﾙｼﾏ ｼｮｳｷ 男 2 栃木 男4X400mR 3:09.93
18 作新学院大 2014 大橋　広夢 ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾑ 男 2 栃木 男4X400mR 3:09.93
19 作新学院大 1998 久保　翔 ｸﾎﾞ ｼｮｳ 男 3 栃木 男100m 11.60
20 作新学院大 2004 山田　稜晟 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 男 3 栃木 男400m 54.28
21 作新学院大 2011 佐藤　修斗 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 男 2 茨城 男100m 11.13
22 作新学院大 2013 村上　潤 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 男 2 栃木 男走幅跳 6m96
23 作新学院大 4953 中里　伊吹 ﾅｶｻﾞﾄ ｲﾌﾞｷ 男 1 栃木 男100m 11.90
24 作新学院大 9471 笹沼　若奈 ｻｻﾇﾏ ﾜｶﾅ 女 4 栃木 女4X100mR 46.11
25 作新学院大 9473 福田　奈央 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵ 女 3 栃木 女4X100mR 46.11
26 作新学院大 9478 市川　亜澄 ｲﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 女 2 栃木 女4X100mR 46.11 女4X400mR 3:56.37
27 作新学院大 9477 関根　こころ ｾｷﾈ ｺｺﾛ 女 2 栃木 女4X100mR 46.11 女4X400mR 3:56.37
28 作新学院大 9479 福田　捺巴 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾊ 女 2 栃木 女4X100mR 46.11 女4X400mR 3:56.37 女200m 25.60
29 作新学院大 9481 瀬沼　有咲 ｾﾇﾏ ｱﾘｻ 女 2 埼玉 女4X100mR 46.11 女100m 12.08
30 作新学院大 9476 大橋　麻友 ｵｵﾊｼ ﾏﾕ 女 2 栃木 女4X400mR 3:56.37 女400m 1:01.00
31 作新学院大 9480 柴　凛 ｼﾊﾞ ﾘﾝ 女 2 栃木 女4X400mR 3:56.37 女400m 59.02
32 作新学院大 9474 高橋　萌 ﾀｶﾊｼ ﾓｴ 女 3 栃木 女4X400mR 3:56.37 女200m 26.10
33 東京女子体育大 9630 岸本　優美 ｷｼﾓﾄ ﾕﾐ 女 2 沖縄 女4X100mR 47.30 女4X400mR 3:53.00 女100m 11.97
34 東京女子体育大 9637 渡辺　琉希愛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｷｱ 女 2 宮城 女4X100mR 47.30 女4X400mR 3:53.00 女100m 12.56
35 東京女子体育大 9627 成田　萌 ﾅﾘﾀ ﾓｴ 女 3 秋田 女100m 13.40
36 東京女子体育大 9701 佐藤　有華 ｻﾄｳ ﾕｳｶ 女 1 埼玉 女4X100mR 47.30 女4X400mR 3:53.00 女400m 57.93
37 東京女子体育大 10593 鈴木　彩菜 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ 女 1 栃木 女4X100mR 47.30 女4X400mR 3:53.00 女400m 1:01.22
38 東京女子体育大 9629 岩本　真菜 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅ 女 2 神奈川 女4X100mR 47.30 女4X400mR 3:53.00
39 東京女子体育大 9633 佐々木　優和 ｻｻｷ ﾕｳｶ 女 2 秋田 女4X100mR 47.30 女4X400mR 3:53.00
40 駿河台大 0 川嶋　陸 ｶﾜｼﾏ ﾘｸ 男 2 静岡 男4X100mR 39.86 男100m 10.70
41 駿河台大 0 志賀　優晟 ｼｶﾞ ﾕｳｾｲ 男 3 埼玉 男4X100mR 39.86 男4X400mR 3:06.43
42 駿河台大 0 島田　健太郎 ｼﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 男 2 三重 男4X100mR 39.86 男100m 10.79
43 駿河台大 0 熊谷　隆矢 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｭｳﾔ 男 2 千葉 男4X100mR 40.00
44 駿河台大 0 犬走　淳人 ｲﾇﾊﾞｼﾘ ｱﾂﾄ 男 4 大阪 男4X100mR 40.00 男100m 10.71
45 駿河台大 0 三瓶　茉紘 ｻﾝﾍﾟｲ ﾏﾋﾛ 男 3 福島 男4X100mR 40.00 男100m 10.79
46 駿河台大 0 田村　桂 ﾀﾑﾗ ｹｲ 男 3 栃木 男4X100mR 40.00
47 駿河台大 0 杉田　諒 ｽｷﾞﾀ ﾘｮｳ 男 3 埼玉 男4X400mR 3:06.43 男400m 47.34
48 駿河台大 0 明石　昂樹 ｱｶｼ ｺｳｷ 男 3 埼玉 男4X400mR 3:06.43 男400m 48.37
49 駿河台大 0 勝　優虎 ｶﾂ ﾕｳﾄ 男 3 埼玉 男4X400mR 3:06.43 男400m 47.53
50 駿河台大 0 小清水　悠介 ｺｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 男 4 愛知 男4X400mR 3:08.50
51 駿河台大 0 志賀　康晟 ｼｶﾞ ｺｳｾｲ 男 1 埼玉 男4X400mR 3:08.50 男400m 48.46
52 駿河台大 0 浮貝　雅希 ｳｷｶﾞｲ ﾏｻｷ 男 3 千葉 男4X400mR 3:08.50 男400m 48.68
53 駿河台大 0 タナカ　エドゥアルド ﾀﾅｶ ｴﾄﾞｩｱﾙﾄﾞ 男 1 静岡 男4X400mR 3:08.50 男400m 48.61
54 駿河台大 0 安達　有羽 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳ 女 2 新潟 女4X100mR 45.57 女4X400mR 3:49.50
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55 駿河台大 0 小針　涼葉 ｺﾊﾞﾘ ｽｽﾞﾊ 女 3 静岡 女4X100mR 45.57 女4X400mR 3:42.95
56 駿河台大 0 鈴木　聖菜 ｽｽﾞｷ ｾﾅ 女 3 静岡 女4X100mR 45.57
57 駿河台大 0 田中　きよの ﾀﾅｶ ｷﾖﾉ 女 2 群馬 女4X100mR 45.57 女4X400mR 3:42.95
58 駿河台大 0 吉田　佳純 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾐ 女 M1 岐阜 女4X400mR 3:42.95 女400m 55.41
59 駿河台大 0 後野　詩衣菜 ｺﾞﾉ ｼｲﾅ 女 4 京都 女4X400mR 3:42.95
60 駿河台大 0 五十嵐　萌 ｲｶﾗｼ ﾒﾊﾞｴ 女 2 新潟 女4X400mR 3:49.50 女400m 56.98
61 駿河台大 0 長井　未吹 ﾅｶﾞｲ ﾐﾌﾞｷ 女 3 新潟 女4X400mR 3:49.50
62 駿河台大 0 鈴木　優帆 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾎ 女 4 静岡 女4X400mR 3:49.50 女800m 2:15.08
63 駿河台大 0 増田　裕仁 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 男 4 埼玉 男400m 48.90
64 駿河台大 0 小笠原　徹 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄｵﾙ 男 1 高知 男400m 48.69
65 駿河台大 0 下村　優理子 ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘｺ 女 1 東京 女100mH 13.83
66 駿河台大 0 金子　柊也 ｶﾈｺ ｼｭｳﾔ 男 2 埼玉 男110mH 14.70
67 駿河台大 0 作家　真都 ｻｯｶ ﾏﾅﾄ 男 2 千葉 男110mH 14.35
68 駿河台大 0 栢本　尚輝 ｶﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 男 1 埼玉 男110mH 15.15
69 駿河台大 0 中村　奏斗 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾄ 男 2 群馬 男110mH 14.65
70 駿河台大 0 平本　廉 ﾋﾗﾓﾄ ﾚﾝ 男 4 栃木 男110mH 14.42
71 駿河台大 0 村田　十紀 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭｯｷ 男 1 埼玉 男110mH 15.42
72 駿河台大 0 熊田　凌平 ｸﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 男 2 秋田 男400mH 54.61
73 駿河台大 0 尾原　貴志 ｵﾊﾗ ﾀｶｼ 男 1 静岡 男400mH 56.80
74 駿河台大 0 上村　千裕 ｶﾐﾑﾗ ﾁﾋﾛ 男 4 新潟 男400mH 52.76
75 駿河台大 0 小野田　吏紗 ｵﾉﾀﾞ ﾘｻ 女 4 静岡 女走幅跳 5m93
76 駿河台大 0 青柳　美有 ｱｵﾔﾅｷﾞ ﾐﾕｳ 女 2 千葉 女走幅跳 5m34
77 駿河台大 0 早川　智子 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓｺ 女 1 静岡 女走幅跳 5m65
78 駿河台大 0 田口　陽菜 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾅ 女 1 埼玉 女三段跳 11m96
79 駿河台大 0 三村　大河 ﾐﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 男 2 茨城 男4X100mR 39.8 男100m 10.56
80 日女体大 9990 大久保　清楓 ｵｵｸﾎﾞ ｻﾔｶ 女 3 埼玉 女4X100mR 47.48 女100m 12.39
81 日女体大 10007 伊藤　すずほ ｲﾄｳ ｽｽﾞﾎ 女 2 東京 女4X100mR 47.48 女100m 12.07
82 日女体大 10623 遠藤　夢佳 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾒｶ 女 1 埼玉 女4X100mR 47.48 女100m 12.10
83 日女体大 10745 鴻田　萌子 ｺｳﾀﾞ ﾓｴｺ 女 1 東京 女4X100mR 47.48 女100m 12.18
84 日女体大 10620 山口　幸乃 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷﾉ 女 1 東京 女4X100mR 47.48 女100m 12.28
85 日女体大 10028 二本松　采香 ﾆﾎﾝﾏﾂ ｱﾔｶ 女 2 千葉 女4X400mR 3:52.32 女400m 57.82
86 日女体大 10631 荒井　涼香 ｱﾗｲ ﾘｮｳｶ 女 1 石川 女4X100mR 47.48 女400m 58.38
87 日女体大 10621 志田　裕菜 ｼﾀﾞ ﾕｳﾅ 女 1 東京 女4X400mR 3:52.32 女400m 57.96
88 日女体大 10008 上野　夏羽 ｳｴﾉ ﾅﾉﾊ 女 2 埼玉 女4X400mR 3:52.32 女400mH 1:03.42
89 日女体大 9995 五藤　はな ｺﾞﾄｳ ﾊﾅ 女 3 東京 女4X400mR 3:52.32
90 日女体大 10624 前原　由佳 ﾏｴﾊﾗ ﾕｶ 女 1 神奈川 女4X400mR 3:52.32
91 日女体大 10619 森谷　結衣 ﾓﾘﾔ ﾕｲ 女 1 千葉 女4X400mR 3:52.32
92 斎藤商事 2120495 皆川　龍仁 ﾐﾅｶﾜ ﾘｭｳﾄ 男 埼玉 男400m 48.04
93 HULFT 341 若林　康太 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 男 東京 男400m 45.81
94 HULFT 338 小林　直己 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 男 東京 男400m 45.79
95 中央大 9730 高島　菜都美 ﾀｶｼﾏ ﾅﾂﾐ 女 3 神奈川 女400m 55.57
96 中央大 9735 高橋　みず紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｷ 女 3 神奈川 女4X100mR 46.60 女100m 12.35
97 中央大 9732 村上　静和 ﾑﾗｶﾐ ｼﾂﾞｶ 女 3 熊本 女400mH 1:07.17
98 中央大 9731 梶木　菜々香 ｶｼﾞｷ ﾅﾅｶ 女 3 栃木 女4X100mR 46.60 女100mH 13.67
99 中央大 9744 田路　遥香 ﾀｼﾞ ﾊﾙｶ 女 2 東京 女4X100mR 46.60

100 中央大 9748 深澤　あまね ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 女 1 長野 女4X100mR 46.60 女100m 11.88
101 中央大 9749 徳永　倫加子 ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｶｺ 女 1 京都 女4X100mR 46.60 女100m 11.97
102 中央大 9750 松岡　萌絵 ﾏﾂｵｶ ﾓｴ 女 1 千葉 女400m 55.18
103 中央大 9752 竹内　心良 ﾀｹﾉｳﾁ ｺｺﾛ 女 1 宮城 女400m 56.81
104 中央大 9758 田村　瑠那 ﾀﾑﾗ ﾙﾅ 女 1 静岡 女4X100mR 46.60 女100m 12.50
105 山梨学院大 3785 堂阪　日向 ﾄﾞｳｻｶ ﾋｭｳｶﾞ 男 3 埼玉 男4X100mR 40.75 男100m 10.83
106 山梨学院大 3782 長尾　行浩 ﾅｶﾞｵ ﾕｷﾋﾛ 男 3 山梨 男200m 22.50
107 山梨学院大 3789 山岡　竜太朗 ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男 3 山口 男4X400mR 男100m 11.17 男200m
108 山梨学院大 3780 川越　健生 ｶﾜｺﾞｴ ｹﾝｾｲ 男 4 宮崎 男100m 11.56
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109 山梨学院大 3795 坂本　壮平 ｻｶﾓﾄ ｿｳﾍｲ 男 3 山梨 男4X100mR 40.75 男100m 10.92
110 山梨学院大 3793 渡邊　聖矢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 男 3 山梨 男4X100mR 40.75 男4X400mR 男100m 10.97 男200m 21.83
111 山梨学院大 5379 宮田　聖也 ﾐﾔﾀ ｾｲﾔ 男 1 愛知 男4X100mR 男200m 22.62
112 山梨学院大 3810 奥村　一貴 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞｷ 男 2 富山 男4X400mR 男400m 49.90
113 山梨学院大 3774 川路　武 ｶﾜｼﾞ ﾀｹﾙ 男 4 大阪 男200m 21.77
114 山梨学院大 3787 大久保　海 ｵｵｸﾎﾞ ｶｲ 男 3 静岡 男4X100mR 男100m 11.00
115 山梨学院大 3803 城　北斗 ｼﾞｮｳ ﾎｸﾄ 男 1 北海道 男4X400mR 男400m 49.88
116 山梨学院大 3778 藤村　恒平 ﾌｼﾞﾑﾗ ｺｳﾍｲ 男 4 北海道 男4X400mR 男100m 11.10 男200m 22.19
117 山梨学院大 3804 長田　士 ｵｻﾀﾞ ﾂｶｻ 男 1 山梨 男4X100mR 40.75
118 山梨学院大 3791 伊藤　陸 ｲﾄｳ ﾘｸ 男 3 長野 男4X100mR 男100m 11.21
119 山梨学院大 3788 西澤　雅志 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 男 3 長野 男4X100mR 男100m 11.14
120 山梨学院大 3779 川越　春来 ｶﾜｺﾞｴ ﾊﾙｷ 男 4 宮崎 男100m 11.19
121 山梨学院大 3790 境　宏真 ｻｶｲ ﾋﾛﾏｻ 男 3 山梨 男100m 12.39
122 山梨学院大 10161 倉澤　綾 ｸﾗｻﾜ ｱﾔ 女 4 静岡 女200m 26.96
123 山梨学院大 10177 福元　日和 ﾌｸﾓﾄ ﾋﾖﾘ 女 3 宮崎 女4X100mR 女100m 12.65 女200m 26.47
124 山梨学院大 10174 佐藤　美憂 ｻﾄｳ ﾐﾕｳ 女 3 長崎 女4X100mR 女100mH 13.97
125 山梨学院大 10170 峯松　甘夏 ﾐﾈﾏﾂ ｱﾏﾅ 女 3 埼玉 女4X100mR 女100m 12.43
126 山梨学院大 10185 高須　鮎香 ﾀｶｽ ｱﾕｶ 女 2 愛知 女4X100mR 女走幅跳 5m57
127 山梨学院大 10171 四村　かなで ｼﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ 女 3 山梨 女100mH 15.03
128 山梨学院大 10197 東海林　幸 ｼｮｳｼﾞ ﾕｷ 女 1 山梨 女100mH 14.99 女走幅跳 5m48
129 山梨学院大 10196 大野　瑞奈 ｵｵﾉ ﾐｽﾞﾅ 女 1 埼玉 女4X100mR 女100mH
130 山梨学院大 10192 阿部　璃音 ｱﾍﾞ ﾘｵﾝ 女 1 山形 女4X100mR
131 山梨学院大 10182 武田　杏 ﾀｹﾀﾞ ｱﾝｽﾞ 女 3 山梨 女400m 59.93
132 山梨学院大 10187 藤崎　ありす ﾌｼﾞｻｷ ｱﾘｽ 女 2 山梨 女200m 25.27
133 山梨学院大 10181 山内　さくら ﾔﾏｳﾁ ｻｸﾗ 女 3 山梨 女100m 12.70
134 東大クラブ 5778 竹井　尚也 ﾀｹｲ ﾅｵﾔ 男 東京 男100m 11.20
135 青山学院大 9818 奥村　ユリ ｵｸﾑﾗ ﾕﾘ 女 4 群馬 女4X100mR 女4X400mR 女100m 12.10
136 青山学院大 9820 久野　なつ ｸﾉ ﾅﾂ 女 4 愛知 女4X100mR 45.46 女4X400mR 女200m 24.48
137 青山学院大 9822 佐藤　里桜 ｻﾄｳ ﾘｵ 女 4 神奈川 女4X100mR 女4X400mR 女100m 13.04
138 青山学院大 9825 西村　菜沙 ﾆｼﾑﾗ ﾅｽﾞﾅ 女 4 岐阜 女4X100mR 女4X400mR 女100m 12.42 女200m 25.29
139 青山学院大 9826 光山　枝里 ﾐﾂﾔﾏ ｴﾘ 女 4 兵庫 女4X100mR 女4X400mR 女100m 12.56 女200m 25.37
140 青山学院大 9827 村上　瑞季 ﾑﾗｶﾐ ﾐｽﾞｷ 女 4 大阪 女4X100mR 女4X400mR 女100mH 13.80 女走幅跳 0m00
141 青山学院大 9829 有田　安紗季 ｱﾘﾀ ｱｻｷ 女 3 兵庫 女4X100mR 女4X400mR 女200m 27.08 女100mH 13.76 女400mH 59.67
142 青山学院大 9830 大川　なずな ｵｵｶﾜ ﾅｽﾞﾅ 女 3 佐賀 女4X100mR 女4X400mR 女200m 25.74
143 青山学院大 9831 塩田　夏鈴 ｼｵﾀﾞ ｶﾘﾝ 女 3 群馬 女4X100mR 45.46 女4X400mR 女200m 25.08
144 青山学院大 9832 中尾　あゆみ ﾅｶｵ ｱﾕﾐ 女 3 京都 女200m 24.69
145 青山学院大 9833 山田　真梨子 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾘｺ 女 3 愛知 女4X100mR 女4X400mR 女400m 56.47
146 青山学院大 9834 山本　美紗 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｻ 女 3 大阪 女4X100mR 女4X400mR 女400mH 59.33 女三段跳 11m25
147 青山学院大 9835 若月　優実 ﾜｶﾂｷ ﾕｳﾐ 女 3 千葉 女4X100mR 女4X400mR 女400m 56.44
148 青山学院大 9836 青木　穂花 ｱｵｷ ﾎﾉｶ 女 2 福岡 女400mH 58.14
149 青山学院大 9837 安達　楓恋 ｱﾀﾞﾁ ｶﾚﾝ 女 2 愛知 女4X100mR 女4X400mR 女100mH 13.64
150 青山学院大 9838 有賀　知春 ｱﾙｶﾞ ﾁﾊﾙ 女 2 神奈川 女4X100mR 女4X400mR 女100mH 14.47 女400mH 59.37
151 青山学院大 9839 勝又　日菜多 ｶﾂﾏﾀ ﾋﾅﾀ 女 2 静岡 女4X100mR 女4X400mR 女100m 12.02 女200m 25.41
152 青山学院大 9840 金子　ひとみ ｶﾈｺ ﾋﾄﾐ 女 2 神奈川 女4X100mR 45.46 女100m 12.20 女200m 24.86
153 青山学院大 9842 木下　智聖 ｷﾉｼﾀ ﾁｾｲ 女 2 福岡 女400m 1:00.40
154 青山学院大 9843 塩本　歩 ｼｵﾓﾄ ｱﾕﾑ 女 2 石川 女100m 12.09 女200m 24.79
155 青山学院大 9844 髙島　咲季 ﾀｶｼﾏ ｻｷ 女 2 神奈川 女4X100mR 45.46 女200m 23.76
156 青山学院大 9845 長﨑　さゆり ﾅｶﾞｻｷ ｻﾕﾘ 女 2 島根 女4X100mR 女4X400mR 女200m 女100mH 13.75
157 青山学院大 9847 藤井　このみ ﾌｼﾞｲ ｺﾉﾐ 女 2 大阪 女4X100mR 女4X400mR 女100mH 13.89
158 青山学院大 9848 堀井　萌夏 ﾎﾘｲ ﾓｴｶ 女 2 静岡 女4X100mR 女4X400mR 女100m 12.64 女400m 1:01.21
159 青山学院大 9849 三村　香菜実 ﾐﾑﾗ ｶﾅﾐ 女 2 神奈川 女4X100mR 女200m 23.98
160 青山学院大 9850 吉中　日向子 ﾖｼﾅｶ ﾋﾅｺ 女 2 埼玉 女400m 55.34
161 青山学院大 9851 石川　優 ｲｼｶﾜ ﾕｳ 女 1 神奈川 女4X100mR 45.46 女4X400mR 女200m 24.03
162 青山学院大 9852 稲田　亜衣 ｲﾅﾀﾞ ｱｲ 女 1 佐賀 女4X400mR 女400m 56.57
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163 青山学院大 9853 川窪　萌夏 ｶﾜｸﾎﾞ ﾓｴｶ 女 1 千葉 女200m 24.73
164 青山学院大 9854 塩出　理子 ｼｵﾃﾞ ﾘｺ 女 1 愛媛 女4X100mR 女4X400mR 女100m 11.89
165 青山学院大 9855 千葉　桃子 ﾁﾊﾞ ﾓﾓｺ 女 1 北海道 女100m 12.82
166 青山学院大 9856 中津　晴葉 ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 女 1 長野 女4X100mR 女4X400mR 女100m 12.38 女100mH 13.81
167 青山学院大 9857 羽田　有希 ﾊﾀﾞ ﾕｳｷ 女 1 兵庫 女400m 55.09
168 青山学院大 10673 黛　来夢 ﾏﾕｽﾞﾐ ﾗｲﾑ 女 1 千葉 女4X100mR 女4X400mR 女100m 11.99
169 青山学院大 9859 水口　杏 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱﾝ 女 1 大阪 女4X400mR 女400m 55.70
170 青山学院大 9860 水口　萌 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾓｴ 女 1 大阪 女4X100mR 女4X400mR 女400mH 58.64
171 青山学院大 9858 松田　奈夏 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅ 女 1 北海道 女4X100mR 女4X400mR
172 ドトールＡＣ 464 金井　まるみ ｶﾅｲ ﾏﾙﾐ 女 東京 女100m 11.90 女200m 24.77 女100mH 13.46
173 城西大 1466 濵田　寛志 ﾊﾏﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 男 2 大阪 男4X400mR 3:09.60 男200m 22.19
174 城西大 1469 北澤　徹 ｷﾀｻﾞﾜ ﾃﾂ 男 2 茨城 男4X400mR 3:09.60 男400m 48.10
175 城西大 1472 野中　聖弥 ﾉﾅｶ ｾｲﾔ 男 2 佐賀 男4X100mR 39.75 男200m 21.55
176 城西大 4729 マデロ　ケンジ ﾏﾃﾞﾛ ｹﾝｼﾞ 男 1 栃木 男4X100mR 39.75 男100m 10.42
177 城西大 4742 関根　駿丞 ｾｷﾈ ｼｭﾝｽｹ 男 1 埼玉 男4X100mR 39.75 男100m 10.85
178 城西大 1448 沼田　充広 ﾇﾏﾀ ﾐﾂﾋﾛ 男 3 京都 男4X100mR 39.75
179 城西大 1471 深町　飛太 ﾌｶﾏﾁ ﾋﾀﾞｲ 男 2 福井 男4X400mR 3:09.60
180 城西大 1435 伊奈　颯太 ｲﾅ ｿｳﾀ 男 3 愛知 男4X400mR 3:09.60
181 城西大 1474 太田　泰生 ｵｵﾀ ﾀｲｾｲ 男 2 東京 男4X400mR 3:09.60 男400m 50.50
182 城西大 1457 嘉奈　宏造 ｶﾅ ｺｳｿﾞｳ 男 2 福井 男4X100mR 39.75
183 城西大 4724 長澤　蒼馬 ﾅｶﾞｻﾜ ｿｳﾏ 男 1 京都 男4X100mR 39.75 男100m 10.80
184 城西大 1456 森　真聡 ﾓﾘ ﾏｻﾄ 男 2 大分 男4X400mR 3:09.60 男400m 47.33
185 滝沢ハム 8035 小林　祐介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 男 栃木 男100m 10.99
186 滝沢ハム 8036 坂本　将希 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ 男 栃木 男100m 11.15
187 元気寿司 8105 櫻井　朴也 ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ 男 栃木 男100m 10.78
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200



（男子） 参加者数

男子100m 30
男子200m 8
男子400m 18
男子110mH(1.067m) 6
男子400mH(0.914m) 3
男子走幅跳 1

（女子） 参加者数

女子100m 29
女子200m 21
女子400m 21
女子800m 1
女子100mH(0.838m) 14
女子400mH(0.762m) 7
女子走幅跳 6
女子三段跳 2

（混合） 参加者数

リレー種目　参加状況

（男子） チーム数

男子4X100mR 8
男子4X400mR 5

（女子） チーム数

女子4X100mR 11
女子4X400mR 10


